
加除式書籍とは？ 
◆加除式書籍とは、書籍（台本）の内容を最新の状態に
保つために、法令改正・事例追加等に伴う内容補正
の追録（補正・追加が必要な頁・冊子／有料）を発行し、
お客様のお手元の書籍（台本）の該当頁と差し替えて
いただく形態の書籍です。 

◆加除式なら追録の迅速な発行により、常に最新の情
報がお手元に届きますので、改正・増補を見落とす
ことがありません。末永く、安心してご利用いただ
けます。 

追録は購入しなければならないの？ 
◆加除式のメリットは、最新の内容で常にご利用いただ
けることです。台本購入以降に発行される追録（有料）
のご購読もお願いしております。 

◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡
をいただくまでは継続してお届けいたします。 

◆ご利用条件については、商品に綴り込んでいる「利用
規約（規程）」にご案内しております。 

◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせ下さい。 

申し込み方法は？　支払いは？ 商品を手にとって検討したい･･･ 
◆商品をお手にとって検討したいというお客様には、便
利な無料試読サービスをお勧めします。商品そのもの
をお届けし、内容をご確認・ご検討いただける安心の
システムです。 

◆ご購入の場合は現品同封の申込書でお申し込み下さい。 
　ご不要の場合は、料金着払いでご返品下さい。 
　ご検討は現品到着後2週間以内にお願いします。 
　2週間を経過してお申し込み・ご返品がない場合、弊
社より確認のお電話等をさせていただきます。 

　万一、紛失された場合等は、実費をご請求させていた
だくことがあります。 

末永く、安心してご利用いただくために 
◆書籍のページが欠落してしまった、バインダーが壊れ
た等の不都合が生じた場合はお気軽に下記フリーダイ
ヤルまでご連絡下さい。 

　弊社社員がメンテナンスにお伺いします。 

◆お申し込み方法は以下からお選び下さい。 

■本カタログと併せてお届けした申込書にご記入の上、
弊社宛にお申し込み下さい。申込先（連絡先・FAX
番号等）は、申込書に記載しています。 

■弊社ホームページからもお申し込みいただけます。 
　※ホームページでは、新刊をはじめ各商品の詳しい
情報をお届けしています。また、フリーワードや
ジャンル別等商品検索機能もご活用いただけます。 

■お客様の地域を担当する弊社社員にお申し込み下
さい。 

◆お申し込みをいただいた後、商品（台本）と請求書をお
届けいたします。 

◆お支払い方法（一括払い・分割払い等）やお支払いの
時期については、同封の申込書に記載しています。不
明な点は、下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。 

「購入・検討したいけれど･･･」というお客様の疑問にお答えします 

本社 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560 TEL 03＿3404＿2251（大代表） FAX 03＿3404＿2269

担　　当 

東北支社［青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島］ 
仙台市青葉区上杉1_6_1 〒980_0011

東京支社［東京・千葉・神奈川・山梨］ 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560

北海道支社［北海道］ 
札幌市中央区北4条西6丁目毎日札幌会館7F 〒060_0004

関東支社［茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野］ 
さいたま市浦和区高砂2-3-19 新高砂ビル4F 〒330_0063

信越営業所［新潟・長野］ 
長野市岡田町176 〒380_8566

東海支社［富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重］ 
名古屋市東区泉1_1_39 〒461_8550

関西支社［福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山］ 
大阪市西区新町2_15_24 〒550_0013

中四国支社［鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知］ 
岡山市柳町1-1-1 住友生命岡山ビル15F 〒700_0904

九州支社［山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄］ 
福岡市中央区大手門3_5_1 〒810_0074

沖縄営業所［沖縄］ 
那覇市泉崎1_18_7  泉屋嘉ビル2F 〒900_0021

商品に関するご照会・お申し込みは TEL 0120－203－694 
FAX 0120－302－640

ホームページからのお申し込みは 
＜クレジットカードでもお支払いいただけます。※＞ 
※追録（有料）は、請求書でのお支払いとなります。 

http://www.daiichihoki.co.jp
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福祉用具 

体　裁'B5判・加除式・全2巻
定　価'15,330円（本体14,600円）

障害のある人が自立して暮らせる「自立と共生」の
地域社会づくりのために福祉用具の活用を!!

1.

2.
3.

本書の特色
福祉用具の基本的知識を得たい時に――
高齢者・障害者福祉の現状を踏まえ、福祉用具の分類や各種
制度、支給システム、さらには住宅改修等に至るまで、Q&A形
式によりわかりやすく解説しています。

福祉用具の活用事例を参考にしたい時に――
障害の種類別に分類し、イラスト・写真等を活用して、身体機
能等に応じた福祉用具の活用事例を紹介しています。

福祉用具に関する法制度を知りたい時に――
福祉用具の活用に関する法令・通知、各種データを収録し、制
度面からもフォローしています。

高齢者・障害者のための

福祉用具活用の実務
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内容見本〈縮小〉内容見本〈縮小〉

内容構成〈抜粋〉内容構成〈抜粋〉

第1章　福祉用具活用の理念
第１節　高齢者・障害者の自立支援のための福祉用具
第２節　国際生活機能分類（ＩＣＦ）の考え方と福

祉用具

第2章　高齢者･障害者の生活理解と基
本視点の確立

第１節　ノーマライゼーションと生活圏・移動権
第２節　ユニバーサルデザインと共用品

第3章　保健・福祉、介護、福祉用具に
関する法・制度と福祉用具

第１節　保健・福祉の概要
第２節　福祉用具の研究開発及び普及の促進に関す

る法律
第３節　老人保健福祉制度の展開
第４節　介護保険制度と福祉用具
第５節　障害者保健福祉制度の展開
第６節　障害者自立支援制度

第4章　福祉用具の理解と生活環境
第１節　福祉用具の定義
第２節　生活環境と福祉用具の活用

第３節　生活環境と福祉用具の一元化
第４節　生活場面と福祉用具
第５節　障害特性と生活場面

第5章　生活支援別福祉用具
第１節　制度と福祉用具の支給・貸与種目
第２節　生活支援に視点をおいた福祉用具の分類
第３節　介護・訓練支援
第４節　自立生活支援
第５節　在宅療養等支援
第６節　情報・意思疎通支援
第７節　排泄管理支援
第８節　居宅生活動作補助（小規模な住宅改修を伴

うもの）
第９節　就労支援
第10節　福祉車両

第6章　福祉用具のコーディネート
（ケアマネジメント）

第１節　福祉用具ケアマネジメントの考え方
第２節　福祉用具専門相談員の役割と研修
第３節　福祉用具・住環境の活用のための人材育成

第7章　福祉用具とリスクマネジメント
第１節　福祉用具とリスクマネジメント

第8章　市場と福祉用具
第１節　福祉用具の品目別市況

第1章　関係法令・通知

第2章　各種データ
第１節　各種データ

介護保険制度および障害者自立支援法による新制度
における福祉用具の支給システムや活用の最新情報
について、ICF（国際生活機能分類）など最新の知見
を取り入れて解説。「福祉用具の理念」「高齢者・障
害者の生活理解と基本視点の確立」「保健・福祉、介
護、福祉用具に関する法・制度と福祉用具」「福祉用
具の理解と生活環境」「生活支援別福祉用具」「福祉
用具とリスクマネジメント」等について図表やイラ
スト・写真等を活用して、Q&A形式によりわかりや
すく情報提供しています。

Q&A編

福祉用具使用者の障害構造・障害程度・使用した福祉
用具・改修場所に視点をあて、事例の概要、福祉用具
の活用プロセス、福祉用具使用・住宅改修の効用、課
題等に至るまでを、イラスト・写真等を豊富に活用し、
実務に即応できるように解説しました。また、収録事
例については、〈障害構造〉〈福祉用具〉〈住宅改修〉のイ
ンデックスを組み合わせたマトリックスを活用し、ど
の領域からでも事例検索ができるようになっています。

事例編

第1章　障害構造別福祉用具(福祉機器）
活用・住宅改修事例

第１節　事例編のタイプ別活用の仕方

第２節　身体障害
第３節　知的障害
第４節　精神障害（高次脳機能障害・痴呆を含む）
第５節　複合障害
第６節　住宅改修事例
第７節　介護予防

第2章　地方自治体施策事例
１　福祉用具サービス
２　住宅サービス
３　福祉用具・住宅改修複合サービス
４　情報サービス
５　機器・住宅情報等総合サービス

資料編

索　引

＜第１巻＞

＜第2巻＞

「肢体不自由のある人」の
「移動」の事例など障害別・
場面別に事例を収録！！

「福祉用具活用の理念」
など福祉用具の基本的知識を
Q&A形式で詳解！！

就労支援のための福祉用具
など生活を支援する福祉用
具を場面別に解説！！
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スト・写真等を活用して、Q&A形式によりわかりや
すく情報提供しています。

Q&A編

福祉用具使用者の障害構造・障害程度・使用した福祉
用具・改修場所に視点をあて、事例の概要、福祉用具
の活用プロセス、福祉用具使用・住宅改修の効用、課
題等に至るまでを、イラスト・写真等を豊富に活用し、
実務に即応できるように解説しました。また、収録事
例については、〈障害構造〉〈福祉用具〉〈住宅改修〉のイ
ンデックスを組み合わせたマトリックスを活用し、ど
の領域からでも事例検索ができるようになっています。

事例編

第1章　障害構造別福祉用具(福祉機器）
活用・住宅改修事例

第１節　事例編のタイプ別活用の仕方

第２節　身体障害
第３節　知的障害
第４節　精神障害（高次脳機能障害・痴呆を含む）
第５節　複合障害
第６節　住宅改修事例
第７節　介護予防

第2章　地方自治体施策事例
１　福祉用具サービス
２　住宅サービス
３　福祉用具・住宅改修複合サービス
４　情報サービス
５　機器・住宅情報等総合サービス

資料編

索　引

＜第１巻＞

＜第2巻＞

「肢体不自由のある人」の
「移動」の事例など障害別・
場面別に事例を収録！！

「福祉用具活用の理念」
など福祉用具の基本的知識を
Q&A形式で詳解！！

就労支援のための福祉用具
など生活を支援する福祉用
具を場面別に解説！！
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加除式書籍とは？ 
◆加除式書籍とは、書籍（台本）の内容を最新の状態に
保つために、法令改正・事例追加等に伴う内容補正
の追録（補正・追加が必要な頁・冊子／有料）を発行し、
お客様のお手元の書籍（台本）の該当頁と差し替えて
いただく形態の書籍です。 

◆加除式なら追録の迅速な発行により、常に最新の情
報がお手元に届きますので、改正・増補を見落とす
ことがありません。末永く、安心してご利用いただ
けます。 

追録は購入しなければならないの？ 
◆加除式のメリットは、最新の内容で常にご利用いただ
けることです。台本購入以降に発行される追録（有料）
のご購読もお願いしております。 

◆追録は、お客様からお届けの停止（購読中止）のご連絡
をいただくまでは継続してお届けいたします。 

◆ご利用条件については、商品に綴り込んでいる「利用
規約（規程）」にご案内しております。 

◆年間追録代、発行回数等については下記フリーダイヤル
までお問い合わせ下さい。 

申し込み方法は？　支払いは？ 商品を手にとって検討したい･･･ 
◆商品をお手にとって検討したいというお客様には、便
利な無料試読サービスをお勧めします。商品そのもの
をお届けし、内容をご確認・ご検討いただける安心の
システムです。 

◆ご購入の場合は現品同封の申込書でお申し込み下さい。 
　ご不要の場合は、料金着払いでご返品下さい。 
　ご検討は現品到着後2週間以内にお願いします。 
　2週間を経過してお申し込み・ご返品がない場合、弊
社より確認のお電話等をさせていただきます。 

　万一、紛失された場合等は、実費をご請求させていた
だくことがあります。 

末永く、安心してご利用いただくために 
◆書籍のページが欠落してしまった、バインダーが壊れ
た等の不都合が生じた場合はお気軽に下記フリーダイ
ヤルまでご連絡下さい。 

　弊社社員がメンテナンスにお伺いします。 

◆お申し込み方法は以下からお選び下さい。 

■本カタログと併せてお届けした申込書にご記入の上、
弊社宛にお申し込み下さい。申込先（連絡先・FAX
番号等）は、申込書に記載しています。 

■弊社ホームページからもお申し込みいただけます。 
　※ホームページでは、新刊をはじめ各商品の詳しい
情報をお届けしています。また、フリーワードや
ジャンル別等商品検索機能もご活用いただけます。 

■お客様の地域を担当する弊社社員にお申し込み下
さい。 

◆お申し込みをいただいた後、商品（台本）と請求書をお
届けいたします。 

◆お支払い方法（一括払い・分割払い等）やお支払いの
時期については、同封の申込書に記載しています。不
明な点は、下記フリーダイヤルまでお問い合わせ下さい。 

「購入・検討したいけれど･･･」というお客様の疑問にお答えします 

本社 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560 TEL 03＿3404＿2251（大代表） FAX 03＿3404＿2269

担　　当 

東北支社［青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島］ 
仙台市青葉区上杉1_6_1 〒980_0011

東京支社［東京・千葉・神奈川・山梨］ 
東京都港区南青山2_11_17 〒107_8560

北海道支社［北海道］ 
札幌市中央区北4条西6丁目毎日札幌会館7F 〒060_0004

関東支社［茨城・栃木・群馬・埼玉・新潟・長野］ 
さいたま市浦和区高砂2-3-19 新高砂ビル4F 〒330_0063

信越営業所［新潟・長野］ 
長野市岡田町176 〒380_8566

東海支社［富山・石川・岐阜・静岡・愛知・三重］ 
名古屋市東区泉1_1_39 〒461_8550

関西支社［福井・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山］ 
大阪市西区新町2_15_24 〒550_0013

中四国支社［鳥取・島根・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知］ 
岡山市柳町1-1-1 住友生命岡山ビル15F 〒700_0904

九州支社［山口・福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄］ 
福岡市中央区大手門3_5_1 〒810_0074

沖縄営業所［沖縄］ 
那覇市泉崎1_18_7  泉屋嘉ビル2F 〒900_0021

商品に関するご照会・お申し込みは TEL 0120－203－694 
FAX 0120－302－640

ホームページからのお申し込みは 
＜クレジットカードでもお支払いいただけます。※＞ 
※追録（有料）は、請求書でのお支払いとなります。 

http://www.daiichihoki.co.jp
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福祉用具 

体　裁'B5判・加除式・全2巻
定　価'15,330円（本体14,600円）

障害のある人が自立して暮らせる「自立と共生」の
地域社会づくりのために福祉用具の活用を!!

1.

2.
3.

本書の特色
福祉用具の基本的知識を得たい時に――
高齢者・障害者福祉の現状を踏まえ、福祉用具の分類や各種
制度、支給システム、さらには住宅改修等に至るまで、Q&A形
式によりわかりやすく解説しています。

福祉用具の活用事例を参考にしたい時に――
障害の種類別に分類し、イラスト・写真等を活用して、身体機
能等に応じた福祉用具の活用事例を紹介しています。

福祉用具に関する法制度を知りたい時に――
福祉用具の活用に関する法令・通知、各種データを収録し、制
度面からもフォローしています。

高齢者・障害者のための

福祉用具活用の実務
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